ました︒

は 〜 歳代まで︑通院しなが

かなあ﹂や﹁女房が死んでから

ふくろが死んでから何十年ぶり

方などから﹁こんなおせち︑お

というと︑男性の独り暮らしの

んなにつくる側がこだわるのか

みんなで新聞やテレビなどで見

がいいんじゃない﹂といって︑

﹁じゃあそれにはこういう体操

てきたなどの声を聞きながら︑

痛い︑腰が痛い︑背骨が曲がっ

普段の生活の中で︑ここが

ら体操に来る方もいます︒

何年ぶりかなあ﹂と喜んでもら
たものを持ち寄りながらやって

なぜ年末の忙しい時期に︑こ

えると﹁がんばらなくては﹂と
います︒
班を立ち上げてよかったの

スタッフ一同思ってしまうので

そういうことができる雰囲気づ

交換や日常的な話をするなど︑
親しむようになっていきます﹂
︒

と︑ドンドン子どもたちは水に
構大変でした︒はじめは︑１回

りました︒ところが︑これが結

人たちのサポート活動を 年間

やひきこもり︑ニートなど若い

らくるストレスや病気︑うつ病︑

多いです︒独り暮らしの不安か

ます︒
と楽しく練習するクラスです︒

の子ども︵大人含む︶がコーチ

なかよしクラス﹁自閉症など

かったかな思っても︑間が開く

毎週ではないので︑ちょっとわ

まいました︒月２回の練習で︑

やると息切れして座り込んでし

寄りのお手伝い活動などを通じ

て配食活動や独り暮らしのお年

生協の助け合い活動の一環とし

くらい続けています︒城南保健

ります︒

からくる︑いろいろな不安があ

認知症︑ひきこもりなど生活苦

くりをしていきたいと思ってい

参加者が４ 人︑コーチも４ 人

空健康相談会を行っています︒

矢口都営団地で︑毎月１回青

水泳を通して
楽しく健康づくり

昨年は２０１１年度と比較し

よろず相談
この１年

も頼りにされていて︑みんなに

います︒生活困窮者が増えてい

て相談件数が１・４倍になって

その中で︑うのき診療所がとて

紹介もしています︒うのき診療

います︒

て若い人たちが社会参加をして

若い人たちにとっては︑今の

所は評判もよくて︑スタッフや

ところが︑そこに城南文化祭

と忘れてしまうんですね︒
の話がありました︒これはいい

〜 歳代の方々にとっては当

います︒生徒とコーチには信頼

でほぼマンツーマンで練習して
関係ができていて︑みんなで仲

と思って︑みんなに持ちかけた
ことになりました︒それで練習

ところ︑ぜひ出演しようという

うのがとても貴重だったりしま

たり前の人とのつながりとい

われ︑私も紹介したかいがあり

看護師がとても感じがいいと言

相談員は月曜〜金曜日まで︑い

るというのが実感です︒私たち

張っています﹂
︒

良くクロールの習得に向けて頑
ドルフィンは楽しく健康づ

す︒人を信じたり︑人と協力し

は︑体操をする仲間が増えたこ

にも熱が入ってきました︒それ

ボランティアのスタッフに
くりをするとともに︑いろいろ

ろいろな相談を受けています︒

城南ドルフィンのはじまりは

医療費の問題から借金の問題︑

とです︒現在８人ほどで活動し

ます︒とくに澤浦先生が︑患者

とっても︑自分が住む地域で︑

さんの悩みや話をよく聞いてく

な人たちとふれあえる︑成長が

あったり︑共感し合ったりとい

できる場でもあります︒そんな

うことは保健生協の仲間の中で

年前︑ぜんそく児の父母の願

からは︑私も家に帰ってから毎

いからはじまりました︒水泳を

日練習しました︒それで︑１回

がとてもいいと思います︒１人

ていますが︑一緒にできること

きっかけはいろいろですが︑話

誰かの役に立てる活動に参加し

れます︒ある方は︑これまで血

ているという実感を持つことが

は財産だと思いますが︑若い人

でハアハアしていたのが︑３回

でき﹁自分の居場所﹂となって

ドルフィンを私たち保護者も大

をしていくと必ずといってい

通しての健康づくり︑友情を通

いほど生活が大変だ︑どうした

だと時間はたっぷりあっても︑

圧が高くなったり動悸がしたり

らいいだろうという話になりま

４回続けても耐えられるように

もしなくなったし︑血圧も安定

していたのが︑話をしたら動悸

切にしていきたいと思っていま

したが︑今ではコーチを含める

しての親睦を中心に活動してい

にそれを長く続けることはもっ

やるのは大変なことです︒さら

きているように感じます︒
と大変なので︑こういう班を

巡回車が来るので︑足の悪い

矢口都営団地には︑病院の

うやって知ったかは︑大森中診

相談者が︑なんでも相談をど

す︒

たちにとってはなかなか得難い

したとおっしゃっていました︒
だんだん楽しくなってきて衣

療所を受診した時︑医師からの

ました︒

流れをつかんでくるようになり

スだけをやり続け︑がんばって

これからも国産の食材にこ
と１５０人以上が活動していま
クラスの様子を紹介します︒

んなでがんばる！

なりました︒本番直前にはダン

だわり︑バランスの取れた食事
つくってみんなでやると︑楽し
す︒

す︒

を配食しながら︑高齢者の安否
自身もサポーターなので︑スト

く長くできると思います︒自分

ます︒最初は 人程度の会員で

確認や必要に応じて︑他の機関

目標に向かってみ

との連携なども考慮して︑活動

人や杖をついている人も多いの

紹介︑組合員の友人・知人から

ものになってしまったりしてい

の紹介などです︒最近増えてい

装をどうしようということにな

ですが︑無料で診療所まで乗せ

るのが︑
﹁城南の保健﹂の記事

初級Ａクラス﹁ジャンプ呼吸の

ていってもらえることが評判に

を見たというものです︒これは

レッチの本を読んだり︑それを

なっています︒私も２カ月くら

電話がかかってくることが多い

を続けていきたいと考えていま

いろいろなボランティア活動

い大田歯科に通いましたが︑巡

です︒

ます︒

というのは全部できるというも

回車で来ているということでい

り︑赤いＴシャツで揃えること

のではないですが︑そういった

ろいろな便宜を図ってくれまし

習得︑けのびで浮く︑背浮きの

きめて︑若返ったメンバーが揃

ことに参加し︑人とつながった

班のみんなに話したりして︑少

いました︒そして︑あっという

り︑信じ合ったりするというこ

す︒

間の舞台でした︒ライトを浴び
いろいろな体操をしますが︑先

ました︒

快感はみんな忘れられなくなり

に立てるんだということに確信

とによって︑もう１回自分も役

ています︒

の人に知らせていければと思っ

た︒そういったことも︑まわり

れは本当に助かります︒私たち

月からはじまったことです︒こ

休憩時間に恒例のストレッチ体操

まいます︒たまに先生

かわからなくなってし

をどうやったらいいの

見せようかと話しています︒出

今度︑グループホームへ行って

でがんばる︑絆も深まりました︒

１つの目標に向かってみんな

ことがありましたら︑できない

ちに助けてもらいたい︑という

など︑こういうことで若い人た

もし地域の中の助け合い活動

も少しずつ増えていますが︑ま

ていきたいと思います︒組合員

額診療事業のことなども知らせ

かからないということや無料低

大田病院は︑差額ベッド代が

からは大田病院介護保険室が隔

とができます︒それから︑４月

ない場合も弁護士につなげるこ

を受けても︑十分には答えられ

のところで遺産相続などの相談

ことも多いのですが︑ぜひそう

だまだそういう状況をしらない

す︒

週の金曜日に相談に入っていま

います︒
から﹁今回はみんなで

感動やエネルギーをいただくこ
とができました︒文化祭に出演

人もいるので︑これからも知っ

﹂

となり︑半分はおしゃ

いう情報をいただけたらと思い

解決に向けて大きくすすむよう

健康を守る会などの連携で問題

診療所などの各事業所・生活と

室・さわやかサポート・大森中

田病院の医療相談室・介護保険

連携がすすんだことです︒大

この１年での大きな特徴は︑

ます︒

てもらえるようがんばります︒

することを日常の活動の中に取
見に来た方に楽しんでもらえる

り入れ︑さらに全員が楽しみ︑
合ってなんとかやって

ようがんばりたいと思います︒

が独り暮らし︑生活保護家庭も

とんどが 歳以上で︑半数以上

私の住む矢口都営団地は︑ほ

頼りにされる
病院・診療所

分は１人１つずつ出し
います︒それでも何か

助け合い活動を
楽の流れにのってダン
スのようにやってみよ

ＮＰＯゆうえふでは︑不登校

若い力でお手伝い

工夫できないかと︑音

べ り を し て︑ 後 の 半

と︑
﹁どうしよう

演された他のグループからも︑

11
やってね﹂と言われる

生がお休みの時は︑何

が持てるような場面があると思

になりました︒当日はばっちり
若返り班は︑グループホーム

てかっこよく踊れたので︑その

習得を目標に練習しています︒
水と仲良しになってほしいと

月２回体操をしています︒毎回

しおかぜの大澤さんを講師に︑

１人でも多くの子どもたちに︑

班会に︑雨だろうが雪だろう

思い︑そのお手伝いができれば

と︑やはり気持ちがすごく楽に

前進面は︑法律相談が昨年

⁝と考えています︒水中の不思

が︑そんな時にまったく環境の

もストレスがたまったりします

ういう環境にいると︑どうして

護の日々を過ごしています︒そ

私も両親と暮らしていて︑介

激を受けています︒

が︑杖をついてでも来てくれる

思っています︒

淑子さん

前沢

姿を見ると︑自分たちもこれか

しステップアップできたかなと

60

議なバランス感覚に慣れてくる

安田久美子さん

らがんばらなくてはと︑いい刺

大森・糀谷支部

!?
う！ ということにな

工藤人喜江さん

違う︑こういう班会に参加する

２０１１ 年の﹁健康体操サ

なったり︑みんなで汗をかくと

これからの課題は︑少しで

﹁あ〜よかったなあ﹂と思って

もステップアップしていくこと

ポーター養成講座﹂
︑
﹁だれでも

して体操をしていきたいという

と︑
﹁じゃあ体操したから今日

できる健康体操教室﹂に参加し

人たちを中心に︑月２回︑下丸

精神的に助かっています︒

子区民プラザを借りて︑下丸子

はお疲れさま﹂といって帰るの

ました︒その時に︑地域で継続

健康体操班をやっています︒も

ではなく︑休み時間などに情報

鵜の木・雪谷支部

す︒

智美総代

川村

80

うすぐ丸２年になります︒年代

70

楽しく長く
健康づくり

光男さん

森

10

馬込・山王支部

20

40

大森西北・蒲田支部

中延・旗の台支部

50

32

吉沢 祐子総代
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